
(12) ft 許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2007 年11 月22 日 (22.11.2007)

(51) 国際特許分類 (JP) 緒方 是嗣 (OGATA, Koretsugu) [JP/JP], 〒604851 1
C12M 1/00 (2006 01) GOlN 27/447 (2006 01) 京都府京都市中京区西ノ京桑原町 1 番地 株式会社
GOlN 21/03 (2006 01) GOlN 35/02 (2006 01) 島津製作所内Kyoto (JP) 此下竜 (KONOSHITA, Ryu)

(21) 国際出願番号 PCT/ P2007/059687 [JP/JP], 〒604851 1 京都府京都市中京区西ノ京桑原
町 1 番地 株式会社島津製作所内 Kyoto (JP)

(22) 国際出願 日 2007 年5 月 10 日 原田 亨
(10 05 2007)

(HARADA, Akira) [JP/JP] , 〒60485 11 京都府京都市中
(25) 国際出願の言語 日木語 京区西ノ京桑原町 1 番地 株式会社島津製作所内 K y

(26) 国際公開の言語 日木語 oto (JP) 前川 正実 (MAEKAWA, Masami) [JP/JP], 〒
(30) 優先権子一タ 604851 1 京都府京都市中京区西ノ京桑原町 1 番地 株

J 2006-132055 2006 年5 月11 (11 05 2006) JP 式会社島津製作所内 Kyoto (JP)

(71) 出願人 (米国を除 < 全ての指定国について) 株式会 (74) 理人 : 野口繁雄 (NOGUCHI, Shigeo), 〒5560016 大
社島津製作所 (SHIMADZU CORPORATION) [JP/JP], 阪府大阪市浪速区元町 2 T 目8 - 1 ラポール難波
〒604851 1 京都府京都市中京区西ノ京桑原町 1 番地 9 階 野口特許事務所 Osaka (JP)

Kyoto (JP) (81) 指定国 (表示のない限 り、全ての種類の国内保護が
(72) 発明者 および 可能 ): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH,
(75) 発明者t i願人 (米国についてのみ): 花房信博 (HANA- BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,

FUSA, Nobuhiro) [JP/JP] , 〒60485 11京都府京都市中京 DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
区西ノ京桑原町 1 番地 株式会社島津製作所内Kyoto HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,

続葉有 ]

(54) Ti e: REACTION CONTAINER KIT

(54) 発明の名称 : 反応容器キ ツ ト

(A)

correct one, the first
injected into a sam

opening (31) is sealed
and the sample is iso

(B)
ンプル注入後で

ル注入前に
バーコー ド

ものであったと

(C)
( 2 4 ) で覆わ
る。



KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT,LU, LY,MA, MD, MG, IS, IT, LT, LU, LV,MC, MT, NL, PL, PT, Rの_, SE, SI, SK,
MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, Nの, NZ, OM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, ZA, ZM, ZW 添付公開書類 :

(84) 訪 国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可
能 ): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), -Xーラ シT (AM, AZ, BY, 2 文字コー ド及び他の略語については、定期発行される
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨー ロ ツ i (AT, BE, BG, 各PCTガゼツ トの巻頭に掲載されている コー ドと略語
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FT, FR, GB, GR, HU, IE, のガイダンスノー ト を参照。



反応容器キット

技術分野

０００1 本発明は生物学的分析、生ィロ学的分析、又は化学分析一般の分野において、医

療やィロ学の現場において各種の解析や分析を行なぅのに適する反応容器キットに関

するものである。

背景技術

０００2 生ィロ学的分析や通常のィロ学分析に使用する小型の反応装置としては、マイクロマ

ルチチャンバ装置が使用されている。そのょぅな装置では、反応容器として、例えば

平板状の基板表面に複数のウェルを形成したマイクロタイタープレートなどのマイク

ロウェル反応プレートが用いられている。

０００3 また、反応容器としてサンプルに反応を起こさせる反応部とサンプルの反応に使用

される試薬を収容した試薬容器を備えた反応容器が試薬キットとして提案されてレ巧

そのょぅな反応容器では、サンプルの検査項 目に応じた試薬が予め選択されて反

応容器の試薬容器に収容されている。

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００4 予め試薬が用意された反応容器を用いてサンプルを検査する際、依頼された検査

項 目に応じた反応容器を使用しなければならないが、間違った反応容器にサンプル

を注入してしまぅに人為的なミスが発生する虞がある。
。

また、反応容器にょってはサンプルを注入していない反応容器であるのか、サンフ

ルを注入した反応容器であるのかれ、った半 兄 もしに勺祐のもある。

０００5 本発明は、サンプルを注入すべき反応容器を間違えることを防ぐとともに、サンプル

注入前であるのか、サンプル注入後であるのかを容易に判定できるょぅにすることを

目的とするものである。

課題を解決するための手段



０００6 本発明の反応容器キットは、サンプルに反応を起こさせる反応部とサンプルの反応
。

に使用される試薬を収容した試薬容器を備えたものであって、反応容器へのサンフ

ル分任前に読むための第 のバーコードラベルと、反応容器へのサンプル分任後に

読むための第2のバーコードラベルとを備えている。そして、第 のバーコードラベル

はその反応容器に予め貼付されており、第2のバーコードラベルはその反応容器に

貼付できるよぅに配置されおり、第 のバーコードラベルと第2のバーコードラベルに

は異なるデータが記録されており、第 のバーコードラベルはその反応容器に固有の

情報を示すデータを少なくとも含んでいる。

０００7 サンプル注入前に第 のバーコードラベルをバーコードリーダにより読み取り、その

反応容器が注入しよぅとするサンプルについて依頼を受けた検査項 目用の反応容器

であるか否かを自動的に判定するよぅにする。

０００8 第 のバーコードラベルには、さらにその反応容器にはまだサンプルが注入されて

いないことを示すデータを記録しておき、第2のバーコードラベルにはその反応容器

にはすでにサンプルが注入されていることを示すデータを記録しておくことができる。

反応容器に貼付されているバーコードラベルが第 のバーコードラベルであれば、そ

のバーコードラベルをバーコードリーダで読み取ることによりその反応容器はまだサ

ンプルが注入されていないものであると判断することができ、反応容器に貼付されて

いるバーコードラベルが第2のバーコードラベルであれば、そのバーコードラベルを

バーコードリーダで読み取ることによりその反応容器はすでにサンプルが注入されて

いるものであると判断することができる。

０００9 サンプルを注入した後にも第 のバーコードラベルが反応容器に貼付されたまま残

らないよぅにするための好ま 、形態は、第 のバーコードラベルは読まれた後は全

部又は一部が剥がされるものである。

００1０ 第 のバーコードラベルの一部が剥がされるよぅになっている場合には、第 のバー

コードラベルのぅち、剥がされずに反応容器に貼付されたまま残る部分には、例えば

その反応容器で検査される項 目などの反応容器に固有の情報を示すデータを記録

しておき、第 のバーコードラベルで剥がされるべき部分にはその反応容器にはまだ

サンプルが注入されていないことを示すデータを記録しておき、第2のバーコードラ



ベルにはその反応容器にはすでにサンプルが注入されていることを示すデータを記

録しておくよぅにすることができる。

００11 第 のバーコードラベルが読まれた後は全部又は一部が剥がされるものとなってい
るための好ましい一形態として、反応容器がサンプル導入部となる開口部をもち、第

のバーコードラベルの剥がされるべき部分を剥がさなければその開口部を開けられ

ないよぅに、第 のバーコードラベルがサンプル導入部に貼付されているものを挙げ

ることができる。その場合、第2のバーコードラベルはサンプル注入後にその開口部

を密封するシール部材を兼ねていることが好ましい。

００12 従来のマイクロウェル反応プレートは、使用時には反応プレートの上面は大気に開

放された状態となる。そのため、サンプルに外部から異物が進入する恐れがあるし、

逆に反応生成物が外部の環境を汚染することもありぅる。そこで、本発明の反応容器

キットの好ましい形態は、外部からの異物の進入や、外部への環境汚染を防ぐことが

できるよぅにしたものである。

００13 そのよぅな反応容器キットの一例は、表面側に反応部と試薬容器を備えた反応プレ

ートと、反応プレートの表面側の上方に配置された分注チップと、反応プレート上の

表面側の上部空間を覆ぅとともに、分注チップをその先端部が前記空間の内側、基

端部が外側になるよぅにして移動可能に支持しているカバーとを備えたものであり、

前記開口部はカバーの一部に設けられ、サンプル導入部は開口部を介して外部か

ら前記空間内にサンプルを注入するよぅになっているものである。

００14 反応プレートの好ましい一形態は、その表面側に試薬容器を有し、試薬容器はフィ

ルムで封止されているものである。試薬容器を被って試薬を封止しているフィルムは

分注チップで貫通可能なものである。
。

００15 反応プレート上の表面側の空間はカバーで覆われて外部と遮断されており、サンフ

ルに対する反応はその空間内で行なわれる。反応後の反応生成物の検知も反応生

成物をそのカバーの外に出すことなく、反応生成物がカバー内にある状態で行なわ

れる。検知後は反応生成物がカバー内にある状態のままでこの反応容器が廃棄処

理される。すなわち、この反応容器は使い捨て可能である。

００16 分注チップは分注ノズルの先端に取り付けられるものであってもよい。その場合に



は分注動作のためにはノズル機構が別途必要になる。そこで、そのよぅなノズル機構

を不要にすることを目的として、本発明の好ましい形態では、分注チップはカバーの

外側から操作するシリンジを備えており、そのシリンジの操作により分注動作を行なぅ

ものとすることができる。分注チップがシリンジを備えている場合にはシリンジが分注

チップの通路を封止しているので、カバーで覆われた空間の内外が分注チップの通

路を介して通じることがない。

００17 分注チ、ソプがシリンジを備えていないものである場合には、分注動作時にはノズル

機構により密閉状態とすることができるが、反応時や検出時など、分注チップが使用

されていないときは分注チップを介して外部空間と連通する。そのよぅな場合でも外

部から異物が侵入したり、サンプルやその反応生成物が外部に出るのを阻止できる

よぅにするための好ましい形態として、分注チップが先端部の内部にフィルタを備え

ているものとすることができる。

００18 この反応容器が遺伝子の分析を対象とする場合には、反応プレートはその表面側

に遺伝子増幅反応を行なぅ遺伝子増幅部を備えていることが好ましい。遺伝子増幅

部は所定の温度サイクルで温度制御するのに適した形状になっていることが好ましく

、反応部をそのよぅな形状にして遺伝子増幅部とすることもできるし、反応部とは別に

遺伝子増幅容器を設けてもよい。遺伝子増幅反応にはPC 法や P法などを含

む。

００19 反応容器での反応生成物の分析は、反応部内で行なぅこともでき、又は反応プレー

ト上で反応部から別の場所に移動して行なぅこともできる。

反応生成物の分析を反応部内で行なぅよぅにした形態の反応容器では、反応部は

底部から光学的に測定が可能なよぅに光透過性の材質にて構成されていることが好

ましい。

００2０ 反応生成物の分析を反応部から別の場所に移動して行なぅよぅにした形態の反応

容器では、反応プレートはその表面側に反応部での反応生成物の分析を行なぅ分析

部をさらに備えている。

００2 1 そのよぅな分析部の一例は、反応生成物の電気泳動分離を行なぅ電気泳動部であ

る。



そのよぅな分析部の他の例は、反応生成物に遺伝子が含まれている場合にその遺

伝子と反応するプローブが配置されている領域である。そのよぅなプローブ配置領域

の例は、 チップやハイブリダイズ領域である。

００22 分注チップを保持し移動可能に支持する構造の一例は、ダイアフラムやフィルムの

よぅに、気密性をもち柔軟性のある素材によって分注チップを保持し移動可能に支持

する構造である。この場合、カバーは反応プレートと一体ィビされた剛性をもつカバー

本体と、カバー本体に取りつけられて反応プレートの表面側の上部に配置され、気

密性をもち柔軟性のある素材によって分注チップを保持し移動可能に支持してレ巧

ダイアフラムやフィルムからなる上部カバー体とからなる。そして、サンプル導入部が

配置される開口はカバー本体に設けられ、開口を密閉するシール部材はカバー本

体に貼り付けられるよぅになっている。

００23 分注チップを保持し移動可能に支持する構造の他の例は、カバーが反応プレート

と一体ィビされたカバー本体と、反応プレートの表面側の上部に配置されカバー本体

に対してシール材により気密を保って水平面内で摺動可能に保持されたカバープレ

ートとからなるものとし、分注チップがそのカバープレートに他のシール材により気密

を保って垂直方向に摺動可能に保持されている構造である。この場合も、サンプル

導入部が配置される開口はカバー本体に設けられ、開口を密閉するシール部材はカ

バー本体に貼り付けられるよぅになっている。

００24 本発明の反応容器キットは、ィロ学反応、生ィロ学反応を初め、種々の反応の測定に

用いられるものである。

本発明の反応容器キットを用いて測定されるサンプルは、ィロ学物質、生体試料、生

体由来試料など種々のものを挙げることができ、特に限定されない。

発明の効果

００25 本発明の反応容器キットでは、サンプル分任前に読むための第 のバーコードラベ

ルを反応容器に予め貼付しておき、その第 のバーコードラベルにはその反応容器

に固有の情報を示すデータを含むよぅにしたので、サンプル注入前に第 のバーコ

ードラベルをバーコードリーダにより読み取ることにより、その反応容器が、注入しよぅ

とするサンプルについて依頼を受けた検査項 目用の反応容器であるか否かを自動



的に判定することができ、反応容器を誤って選択するれづ人為的なミスを防ぐことが

できる。

００26 また、第 のバーコードラベルは反応容器に予め貼付しておき、サンプル分任後に

読むための第2のバーコードラベルを反応容器に貼付できるよぅに配置しているので

、反応容器に貼付されているバーコードラベルをバーコードリーダで読み取ることに

よりその反応容器はすでにサンプルが注入されたものであるか否かを判断することが

できるので、サンプルが注入されて検査装置に装着される前の反応容器に誤って再

度サンプルを注入する 、れ った人為的なミスも防ぐことができる。

００27 第 のバーコードラベルは読まれた後は全部又は一部が剥がされるよぅになってお

れば、サンプルを注入した後にも第 のバーコードラベルが反応容器に貼付されたま

ま残ることがなくなり、バーコードラベルによってサンプル注入の有無をより確実に判

断できるよぅになる。

００28 反応容器がサンプル導入部となる開口部をもち、第 のバーコードラベルの剥がさ

れるべき部分を剥がさなければその開口部を開けられないよぅに、第 のバーコード

ラベルがサンプル導入部に貼付されているよぅにすれば、サンプルを注入した後にも

第 のバーコードラベルが反応容器に貼付されたまま残ることを確実に防止すること

ができる。

００29 第2のバーコードラベルはサンプル注入後にその開口部を密封するシール部材を

兼ねているものである場合には、その反応容器の内部を第2のバーコードラベルで密

封することができるよぅになり、開口部を密封するための他の密封印材が不要になり、

低コストィビに寄与する。

００3０ 本発明の反応容器キットで、反応プレート表面側に反応部と試薬容器を備え、その

反応プレート上の表面側の上部空間をカバーで覆い、そのカバーの一部にサンプル

導入部の開口部を設けて、その開口部を介して外部からカバーで被われた空間内

にサンプルを注入するよぅになっているものは、カバーで覆われた空間内にサンプル

を注入した状態でその開口を密閉することにより、外部からサンプルに異物が侵入す

るのを阻止することができるとともに、反応生成物が外部環境を汚染するのも阻止す

ることができる。



００3 1 反応プレートの表面側の上方を覆ぅカバーにより移動可能に支持された分注チップ

を設け、その分注チップがカバーの外側から操作するシリンジを備えているものとす

れば、ノズル機構を別途設ける必要がなくなる。

反応プレートが遺伝子増幅部をさらに備えている場合には、測定対象の遺伝子を

微量にしか含んでいないサンプルでもPC 法や P法など遺伝子増幅反応によ

って遺伝子を増幅して分析精度を高めることができるよぅになる。

００32 分注チップが先端部の内部にフィルタを備えているものとすれば、分注チップがシ

リンジを備えていない場合でも、分注チップを通して外部から異物が侵入するのを阻

止することができるとともに、分注チップを通して反応生成物が外部環境を汚染する

のも阻止することができる。

００33 遺伝子増幅反応を行なぅ場合には外部からサンプルに他の などが侵入する

問題が生じる。また、増幅された遺伝子が他のサンプルを汚染する問題も生じる。本

発明では遺伝子増幅反応も閉じた空間内で行ない、分析終了後はその空間に閉じ

たまま廃棄処理するので、外部からの汚染を阻止することができるとともに、他のサン

プルを汚染する虞もなくなる。

００34 反応容器での反応生成物の分析を、反応部内で行なぅよぅにしたり、反応部から別

の場所に設けられた電気泳動部や、遺伝子と反応するプローブ配置領域などで行な

ぅよぅにすれば、扱ぅ試料の種類を広げることができる。

００35 分注チップを保持し移動可能に支持する構造を、気密性をもち柔軟性のある素材

によって実現したり、カバーをカバー本体とカバープレートとからなるものとして分注

チップをカバー本体に対するカバープレートの摺動とカバープレートに対する分注チ

、ソプの摺動とにより移動可能に支持するよぅにすれば、分注チップを保持し移動可能

に支持する構造を簡単な構成で実現することができる。

００36 図 図 ( )～図 C は一実施例の反応容器キットの外観斜視図であり、図 ( )

はサンプルが注入される前の状態、図 ( ) はサンプルを注入するために第 のバー

コードラベルを剥がした状態、図 C はサンプルを注入した後に第2のバーコードラ

ベルを貼付した状態をそれぞれ表わしている。



図2 図2 )～図2 (C) は同実施例の内部構造を表わしたものであり、図2 ) は垂

直断面図、図2 ( ) は反応プレートと分注チップを示す平面図、図2 (C) は分注チッ

プの他の例を示す概略断面図である。

図3 図3は同実施例においてサンプルが導入された状態を示す垂直断面図である

図4 図4は同実施例において駆動ュニットのシリンジ駆動部がシリンジのプランジヤ

と係合した状態を示す垂直断面図である。

図5 図5は同実施例において駆動ュニットのチップ保持部が分注チップと係合した

状態を示す垂直断面図である。

図6 図6は同実施例において分注チップが保持部から取り外された状態を示す垂

直断面図である。

図7 図7は本発明の反応容器キットにおける反応生成物の検出に用いる検出ュニッ
トの第 の例を示す垂直断面図である。

図8 図8は本発明の反応容器キットにおける反応生成物の検出に用いる検出ュニッ
トの第2の例を示す垂直断面図である。

図9 図9は本発明の反応容器キットにおける反応生成物の検出に用いる検出ュニッ
トの第3の例を示す垂直断面図である。

図1０図 ０( )～図 ０( ) は反応容器キットの他の実施例を表わす図であり、図 ０

( ) は垂直断面図、図 ０( ) は反応プレートと分注チップを示す平面図である。

図 1 図 同実施例の反応容器キットにおける反応生成物の検出に用いる検出

ュニットの例を反応容器とともに示す垂直断面図である。

図12 図 ( )～図 は反応容器キットのさらに他の実施例を表わす図であり

、図 ( ) は垂直断面図、図 は反応プレートと分注チップを示す平面図であ

る。

図13 図 3は同実施例の反応容器キットにおける反応生成物の検出に用いる検出

ュニットの例を反応容器とともに示す垂直断面図である。

図14 図 4は反応容器キットのさらに他の実施例を反応生成物の検出に用いる検出

ュニットの例とともに示す垂直断面図である。



図15 図 5は反応容器キットの他の実施例を表わす垂直断面図である。

図16 図 6 ( )～図 6 (C) は反応容器キットのさらに他の実施例を表わす図であり

、図 6 ( ) は垂直断面図、図 6 ( ) は反応プレートと分注チップを示す平面図、図

6 (C)は外観斜視図である。

図17 図 ( )～図 C は反応容器キットのさらに他の実施例を表わす図であり

、図 ( ) は垂直断面図、図 は反応プレートと分注チップを示す平面図、図

7 C は外観斜視図である。

図18 図 8 ( )～図 8 (C) 反応容器キットのさらに他の実施例を表わす図であり

、図 8 ( ) は垂直断面図、図 8 ( ) は反応プレートと分注チップを示す平面図、図

8 (C) は外観斜視図である。

図19 図 ( )～図 g (C) 反応容器キットのさらに他の実施例を表わす図であり

、図 ( ) は垂直断面図、図 9 ( ) は反応プレートと分注チップを示す平面図、図

( は外観斜視図である。

図2０図2０は反応容器処理装置の一例を示す内部の概略斜視図である。

図2 1 図2 は同反応容器処理装置における制御系を示すブロック図である。

符号の説明

2 2a 2b 2c 反応プ 一ト

3 基板

4 反応部

2 試薬容器

4 フィルム

2０ 分注ノズル

22 シリンジのプランジヤ

23 フィルタ

24 カバー

26 カバー本体

28 ベローズフィルム

32 32 サンプル容器



64 64a 7 カバープレート

66 68 72 シール材
。

００ ０ 2０ チッフ

０6 電極

０2 電気泳動分離用流路

3０ 第 のバーコードラベル

34 第2のバーコードラベル
38 第 のバーコードラベルの一部

発明を実施するための最良の形態

００38 図 ～図 C は一実施例の反応容器キットを表わす斜視図であり、図 は

サンプルが注入される前の状態、図 ( ) はサンプルを注入するために第 のバーコ

ードラベルを剥がした状態、図 C はサンプルを注入した後に第2のバーコードラ

ベルを貼付した状態をそれぞれ表わしている。図2 ( )～図2 C は同実施例の内

部構造を具体的に示したものであり、図2 ( ) は垂直断面図、図2 は反応プレー

トと分注チップ2０を示す平面図、図2 C は分注チップの他の例を示す概略断面図

である。

図2 ( )，図2 に示されるよぅに、反応プレート2は基板3の表面側にサンプルに

反応を起こさせる反応部4及びサンプルの反応に使用される試薬を収容しフィルム

4で封止された試薬容器 2を備えている。

００39 反応部4は基板3の表面に凹部として設けられている。反応部4は反応に際して外

部から温度制御されるものである場合には、熱伝導率をよくするためにその部分の反

応部4の肉厚が薄くなっていることが好ま 、。

００4０ 試薬容器 2は基板3に形成された複数の凹部からなり、それらの凹部に必要な試

薬が収容され、後で説明する分注チップ2０で貫通可能なフィルム 4で覆われてレ巧

。フィルム 4は、例えばアルミニウム箔、アルミニウムとP (ポリエチレンテレフタレ

ート)フィルムなどの樹脂フィルムとの積層膜などであり、容易に剥がれないよぅに融

着や接着により貼りつけられている。

００41 基板3の表面には必要に応じてサンプルと試薬とを混合するための混合部も凹部と



して形成しておいてもよく、そのよぅな混合部は空の状態でフィルム 4により覆われて

いるものとすることができる。

００42 反応部4での反応生成物を検出するために反応部4に外部から光を照射するなど

の手段により反応部4 自体を検知部とすることもできる。また、検知部を反応部4とは
。別に独立して設けることもできる。そのよぅな独立した検知部としては、例えばサンフ

ルと試薬の反応後の反応液が分注チップ2０によって分注されるよぅにしたもので、反

応後の状態が検知される試薬がそれぞれ予め配置されているものとすることができる

。そのよぅな検知部もその表面が分注チップ2０によって貫通可能なフィルムによって

覆われたものとすることができる。そのよぅなフィルムもフィルム 4と同様に、例えばア

ルミニウム箔、アルミニウムとP フィルムなどの樹脂フィルムとの積層膜などとするこ

とができ、容易に剥がれないよぅに融着や接着により貼りつけることができる。

００43 反応部4を含む基板3の材質は特に限定されるものではないが、この反応容器が使

い捨て可能であることから、安価に入手可能な素材があることが好ましい。そのよぅな

素材として、例えばポリプロピレン、ポリカーボネートなどの樹脂素材が好ましい。反

応部4又は別途設けた検知部で検出を吸光度、蛍光、ィロ学発光又は生物発光など

により行なぅ場合には、底面側から光学的な検出ができるよぅにするために光透過性

の樹脂で形成されていることが好ましい。特に蛍光検出を行なぅ場合には、基板3の

材質として低 自蛍光性 (それ自身からの蛍光発生が少ない性質のこと)で光透過性

の樹脂、例えばポリカーボネートなどの素材で形成されていることが好ましい。基板2

の厚さは ・3～4 、好ましくは ～2 である。蛍光検出用の低 自蛍光性の観点

からは基板3の厚さは薄い方が好ましい。

００44 反応プレート2の表面側の上部には分注チップ2０が配置されている。分注チップ2

はサンプル及び試薬、又は反応プレート2が独立した検知部を備えたものである場

合にはさらに反応後の反応液をその検知部に分注するものである。分注チッ は

シリンジ22を備えており、カバー24の外部からこのシリンジ22を駆動することによっ
て分注動作を行なぅ。

００45 分注チッ は、図2 C に示されるよぅに、シリンジ22の代わりに内部にフワレタ2

3を備えているものでもよい。そのフィルタは外部から侵入する異物を吸着してカバー



24で覆われた空間に外部から異物が侵入するのを阻止し、またカバー24で覆われ

た空間から反応物や反応生成物が外部に放出されるのを阻止する上でより有効であ

る。

００46 カバー24は反応プレート2の表面側の上部空間を覆ぅよぅに設けられている。カバ

ー24は周辺部を覆ぅカバー本体26と、上部を覆ぅベローズフィルム28とからなって

おり、反応プレート2の表面側の空間を外部から遮断している。カバー本体26は下端

部が反応プレート2に固着されているか、又はシール材を介して反応プレート2と一体

として組み立てられており、剛性をもってカバー24の形状を維持している。ベローズ

フィルム28は柔軟性のあるダイアフラムや柔軟性のあるフィルムからなり、分注チップ

2０をその先端部がカバー24で覆われた空間の内側、基端部がカバー24で覆われ

た空間の外側になるよぅにして移動可能に保持している。

００47 カバー24の素材も特に限定されるものではなく、反応プレート2の表面側の上部空

間を気密を保って覆ぅことができるものであればよいが、この反応容器が使い捨て可

能であることから、安価に入手可能な素材があることが好ましい。そのよぅな素材とし

て、カバー本体26には例えばポリプロピレン、ポリカーボネートなどの樹脂素材、ベロ

ーズフィルム28にはナイロン (登録商標 ) 、ポリ塩ィヒビニール、シリコーンゴムその他

のゴム素材などが好ましい。

００48 カバー本体26の一部又は基板3には使用前及び使用後の分注チップ2０を保持す

るための保持部材3０が設けられており、分注チッ は分注時には保持部材3０か

ら取り外されて反応プレート2の表面側の上部を自由に移動できるよぅになる。

００49 カバー24の外部から反応プレート2にサンプルを導入するためにカバー本体26の

一部に開口3 が設けられ、その開口3 にはサンプル容器32が開閉可能に取りつけ

られてサンプル導入部を構成している。

００5０ この反応容器は、使用前、すなわちサンプル分任前の状態では、図 ( ) に示され

るよぅに、カバー本体26の外側にはサンプル容器32を被ぅ第 のバーコードラベル

3０が予め貼付されている。第 のバーコードラベル 3０は反応容器へのサンプル分

注前に読むためのものであって、その反応容器に固有の情報を示すデータとその反

応容器にはまだサンプルが注入されていないことを示すデータがバーコード 32によ



って記録されてレる。

００5 1 サンプル注入前に第 のバーコードラベルのバーコード 32をバーコードリーダに

より読み取り、その反応容器が、注入しよぅとするサンプルにつぃて依頼を受けた検

査項 目用の反応容器であるか否かを自動的に判定するとともに、その反応容器はま

だサンプルが注入されてぃなぃものであることも判定する。

第 のバーコードラベル 3０はサンプル容器32を被ぅよぅに貼付されてレるので、

第 のバーコードラベル 3０を剥がさなければその開口3 を開けることはできなぃ。

００52 反応容器にはさらに、サンプル分任後に読むための第2のバーコードラベル 34が

備えられてレる。第2のバーコードラベル 34はその反応容器に貼付できるよぅに、一

部がその反応容器に取り付けられており、接着面が剥離紙で被われてレる。その剥

離紙を剥がすことにより、バーコードラベル 34を反応容器に貼付してサンプル容器

32を被ぃ、開口3 を密閉することができる。第2のバーコードラベル 34にはその反

応容器にはすでにサンプルが注入されてレることを示すデータがバーコード 36 (図

C)参照。) によって記録されてレる。

００53 バーコードラベル 3０ 34の裏面 (バーコードが印刷されてレる面を表面とする。

) は接着面となってレる。バーコードラベル 3０ 34の具体的な例は、基材に接着

剤が塗布されたものである。基材としては、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィ

ルム、ポリスチレンフィルム、合成紙、ポリイミドフィルム、可変情報用フィルムなどを使

用することができる。また、基材に塗布される接着剤としては、P 系エマルジョン、

S 系エマルジョン、アクリル系エマルジョン、合成ゴム系エマルジョン、感圧接着剤

、感熱接着剤などを使用することができる。バーコードラベル 3０はサンプル注入の

際に剥がすものであるので、基材に塗布される接着剤としては容易に剥がせるよぅな

粘着剤であることが好ま 、い 。

００54 サンプル容器32にはサンプルを注入するために上に開ぃた凹部が形成されてレる

。その四部にサンプルを注入し、カバー24の内部に位置決めすると、サンプル容器

32を保持してレるプレート34が開口3 を閉じる。その後、バーコードラベル 34の

接着面の剥離紙を剥がし、バーコードラベル 34によってプレート34を被ぅよぅにバ

ーコードラベル 34をカバー本体26に貼り付ける。これにより、バーコードラベル 34



によって開口3 が密閉される。

この反応容器は使い捨て可能なものであり、 つのサンプルについて分析を行なっ
た後は反応プレート2がカバー24で覆われた状態のままでこの反応容器全体を破棄

する。

００55 次に、この実施例の反応容器キットによりサンプルを分析する動作を説明する。

使用前の反応容器は図 ( )の状態で供給される。サンプル注入前に第 のバー

コードラベルのバーコード 32をバーコードリーダにより読み取り、その反応容器が、

注入しよぅとするサンプルについて依頼を受けた検査項 目用の反応容器であるか否

かを自動的に判定する。その反応容器が正 屹のであったときは、第 のバーコー

ドラベル 3０を剥がすと、図 ( ) に示されるよぅにサンプル容器32が現われる。サン

プル容器32を引き出し、そこにサンプルを注入し、再びサンプル容器32を反応容器

に戻す。

００56 次に、図 C に示されるよぅに、第2のバーコードラベル 34の剥離紙を剥がして

第2のバーコードラベル 34をサンプル容器32上に貼付する。これで、第2のバーコ

ードラベル 34により開口3 が密封され、サンプルがこの反応容器のカバー24で覆

われた空間内に導入された状態で外部と遮断される。

００57 第2のバーコードラベル 34には、その反応容器にはすでにサンプルが注入されて

いることを示すデータがバーコード 36により記録されているので、そのバーコード

36をバーコードリーダで読み取ることにより、その反応容器にはすでにサンプルが注

入されていることを自動的に判定することができる。

００58 図 ( )で鎖線で示されたバーコードラベル 38は他の実施例における第 のバー

コードラベルの一部をなすものである。この場合、第 のバーコードラベルは剥がされ

るよぅになっている部分 3０と、サンプル分注にあたっても剥がされない部分 38とか

らなっており、剥がされずに反応容器に貼付されたまま残る部分 38には、例えばそ

の反応容器で検査される項 目などの反応容器に固有の情報を示すデータをバーコ

ード 4０により記録しておき、剥がされるべき部分 3０にはその反応容器にはまだサ

ンプルが注入されていないことを示すデータをバーコード 32により記録しておく。サ

ンプル注入方法はこの部分 38を備えていない反応容器の場合と同じであり、その



部分 38がサンプル注入後も剥がされずに反応容器に貼付されたまま残ることにな

る。

００59 以下に示すその他の実施例において、バーコードラベルの図示は省略しているが

、いずれの実施例においても図 の実施例で示したよぅにカバー本体の外側にはサ

ンプル容器を被ぅ第 のバーコードラベル 3０が予め貼付されており、第2のバーコ

ードラベル 34が反応容器に貼付できるよぅにその一部が反応容器に取り付けられ

ている。また、反応容器に貼付されたままで残るバーコードラベル部分 38が設けら

れているよぅにしてもよい。

００6０ 図3はサンプルが導入された状態で、駆動ュニット36が分注チップ2０とシリンジ22

との係合を開始する状態を示している。

まず、図4に示されるよぅに、シリンジ駆動部であるプランジヤホルダ36bが下降して

シリンジ22のプランジヤと係合する。

続いて、図5に示されるよぅに、チップホルダ36a も下降して分注チップ2０に圧入さ

れて分注チップ2０を保持する。

００6 1 次に、図6に示されるよぅに、分注チップ2０が保持部3０から取り外される。これで分

注チッ はべローズフィルム28によって外部と遮断された状態で自由に移動でき

るよぅになる。

００62 分注チッ はサンプル容器32のサンプルヘ移動させられ、サンプルを注入して

反応部4へ分注する。

続いて分注チッ ０は試薬容器 2へ移動させられ、フイルム 4を貫通して試薬

容器 2から試薬を反応部4へ分注して、反応に供される。この反応時に、必要に応じ

て反応部4が外部の熱源と接触させられ、所定の温度に制御される。

００63 反応中又は反応終了後、反応生成物の検知が行なわれる。ここでは、反応生成物

が反応部4にある状態で反応プレート2の外部から光学的に検知されるものとする。

そのため、反応部4の下方には検出ュニットが配置されて光学的又は他の手段により

検出が行なわれる。

００64 上記の実施例では反応プレート2は試薬容器 2を備えているが、反応プレート2は

試薬容器 2を備えないものとすることもできる。その場合、試薬はサンプルとともにサ



ンプル容器32に注入してこの反応容器内に導入したり、又は図示していない別の容

器に入れてこの反応容器内に導入したりするよぅに使用することができる。

００65 図7から図9に本発明の反応容器キットにおける反応容器での反応生成物の検出

に用いる検出ュニットの例を示す。

図7は吸光度検出器からなる検出ュニットの例である。この場合、反応部4は測定

光の入射面と出射面となる互いに平行な一対の平面を備えて 、いることが好ま 。

００66 この検出ュニット38a には、照射光学系として光源4０aと、光源4０aからの光を集光

し、いったん平行光にした後に反応部4に集光して照射する一対のレンズ42aと、一

対のレンズ42a間で平行光にされた部分に配置されて光源4０aからの光から所定の

波長光を選択して測定光とするフィルタ44aと、測定光を反応部4の入射面に導くミラ

ー46とが光路上に配置されている。光源4０aとしては、紫外領域から可視領域の波

長の光を発生するタングステンランプなどのランプ光源のほか、発光ダイオード(

)やレーザダイオード( )などを使用する。また、受光光学系として、光検出器48

aと、反応部4の出射面を出た光を光検出器48aに導くミラー5０と、その光をいったん

平行光にした後に集光し光検出器48aに入射させる一対のレンズ52と、一対のレン

ズ52間で平行光にされた部分に配置されて測定に適した所定の波長を選択するフ

ィルタ54aとが光路上に配置されている。

００67 レンズ42a 52aでそれぞれの光をいったん平行光にするのは、フィルタ44a 54a

における波長選択の精度を高めるためである。

この検出ュニット38aでは光源4０aからの光から反応生成物の検出に適した波長を

フィルタ44a 54a により選択し、その波長での吸光度を測定して反応生成物の検出

を行なぅ。

００68 図8は蛍光検出器からなる検出ュニットの例である。

この検出ュニット38bは励起光学系として光源4０bと、光源4０bからの光を集めて

いったん平行光とした後、反応部4に集光して照射するための一対のレンズ42bと、

レンズ42bで平行光とされた光線の光路に配置されて光源からの光から所定の励起

光波長を選択するフィルタ44bとを備えている。また、受光光学系として光検出器48

bと、反応部4から発生する蛍光を受光し、いったん平行光とした後、集光して検出器



48b に入射させる一対のレンズ52bと、レンズ5 2bにより平行光とされた蛍光の光路

に配置され、所定の蛍光波長を選択するフイルタ54bとを備えている。ここでも、レン

ズ42b 52bでそれぞれの光をいったん平行光にするのは、フイルタ44b 54b にお

ける波長選択の精度を高めるためである。

００69 この検出ュニット38bでは光源4０bからの光からフイルタ44b により反応生成物を励

起するための励起光の波長を選択して反応部4内の反応生成物に照射し、反応生

成物から発生した蛍光を受光光学系で受光し、フイルタ54bにより所定の蛍光波長を

選択して光検出器48bで蛍光を検出する。

００7０ 図9は反応生成物からのィロ学発光又は生物発光を検出するための検出ュニットの

例である。

この検出ュニット38c は、反応部4からの発光を検出するために、光検出器48c と、

反応部4からの発光を受光して光検出器48c に導くためのレンズ52c と、集められた

光から所定の発光波長を選択するフイルタ54cを備えている。

この検出ュニット38c では反応部4中の反応生成物からのィロ学発光又は生物発光

による光がレンズ52c で集められ、フイルタ54cで波長が選択されて光検出器48cで

検出される。

００7 1 図 ０から図 4は反応プレートの構造が異なる他の実施例を表わしたものである。

以上の実施例の反応プレートでは反応生成物の検出を反応部4で行なぅよぅにして

いるが、図 ０から図 4に示す実施例では反応プレートは反応生成物の分析を行な

ぅ分析部をさらに備えている。

００72 図 ０の実施例における反応プレート2aは、分析部として電気泳動部を備えている

。その電気泳動部の一例が電気泳動チップ ００であり、電気泳動チップ ００は、反

応生成物の注入部 ０3、電気泳動分離用流路 ０2及び泳動電圧印加用電極 ０6a

～０6dを備えている。ここでは、電気泳動分離用流路 ０2のほかに、電気泳動分離

用流路 ０2と交差し、電気泳動分離用流路 ０2に試料を導入するための試料導入

用流路 ０4も備えているが、電気泳動分離用流路 ０2の一端に直接に試料を導入

するよぅに構成されたものであってもよい。電気泳動チップ ００は裏面側から蛍光検

出するために、低 自蛍光性で光透過性の樹脂、例えばポリカーボネートなど、ガラス



又は石英などの素材で形成されている。

００73 反応プレート2aは、その表面側に、流路 ０2，０4に注入される分離バッファ液を

5も備えている。

００74 泳動電圧印加用電極 ０6a～０6dはそれぞれ流路 ０2 ０4の端部に接続され

、この反応容器の外部に設けられた電源装置に接続できるよぅに、カバー24の外側

に導かれている。

流路 ０2 ０4の端にはリザーバが設けられ、分離バッファ液容器 5に収容された

分離バッファ液はそれらのリザーバに入れられる。

この実施例を遺伝子の分析に使用する場合の一例を示すと、試薬容器 2には C

反応試薬を収容しておく。反応部4はPC 反応部となる。

００75 この実施例の反応容器キットで遺伝子試料を測定する場合は、試料をサンプル容

器32から導入し、反応容器を処理装置に装着する。その処理装置内で、分注チップ

2０によってサンプル容器32から反応部4へ分注し、さらに分注チップ2０によって試

薬容器 2からPC 反応試薬を反応部4へ分注し、さらにその上に図示していないミ

ネラルオイルを重層した後、反応部4の反応液を所定の温度サイクルになるよぅに制

御してPC 反応を起こさせる。

電気泳動チップ ００では、分注チップ2０によって分離バッファ液を分離バッファ液

容器 5から電気泳動チップ ００のリザーバを介して流路 ０2 ０4に供給する。

００76 PC 反応終了後の反応液を試料として分注チップ2０によって反応部4から分離バ

、ソファ液供給すみの電気泳動チップ ００の注入部 ０3に注入する。その後、処理装

置に設けられた電源装置 ０ (図皿参照。)から電極 ０6a～０6dにより流路 ０2

０4に電圧を印加して、試料を電気泳動分離用流路 ０2へ導入し、その後電気泳

動分離用流路 ０2を泳動させて分離する。

電気泳動分離された試料成分を検出するために、処理装置には検出ュニット38d

が設けられている。

ここでは、反応部4をPC 反応部として使用しているが、反応部4とは別にPC 反

応部を設けてもよい。



００77 その検出ュニット38dを図皿に示す。この検出ュニット38dは励起光学系と蛍光受

光光学系を備えて、電気泳動分離用流路 ０2の所定の位置を通過する試料成分の

蛍光検出を行なぅ。検出ュニット38dは固定された位置を通過する試料成分の蛍光

検出を行なぅので、検出ュニット38dは移動させる必要はない。

００78 その励起光学系は光源4０cと、光源4０cからの光を集めて平行光とするレンズ42c

と、レンズ42cで平行光とされた光線の光路に配置されて光源からの光から所定の励

起光波長を選択するフィルタ44cとを備えている。

００79 励起光学系からの励起光を電気泳動チップ ００の裏面から電気泳動分離用流路

０2の所定の位置に照射し、その位置から発生した蛍光を受光して平行光にするた

めにダイクロ不ソクミラー53と対物レンズ55を備えている。ダイクロ不ソクミラー53はこ

の実施例で使用する励起光波長の光を反射し、蛍光波長の光を透過させるよぅに分

光波長が設定されている。

００8０ 蛍光受光光学系は対物レンズ55により平行光とされてダイクロ不ソクミラー53を透

過した蛍光を受光する位置に配置されており、ダイクロ不ソクミラー53を透過した蛍光

から所定の蛍光波長を選択するフィルタ54cと、フィルタ54cにより波長選択された蛍

光を集光して検出器48。に入射させるレンズ52。とを備えている。ここでも、レンズ42

c，55でそれぞれの光をいったん平行光にするのは、フィルタ44c 54cにおける波

長選択の精度を高めるためである。

００81 この検出ュニット38dでは光源4０cからの光からフィルタ44cにより反応生成物を励

起するための励起光の波長を選択して電気泳動分離用流路 ０2の所定の位置を通

過する反応生成物に照射し、反応生成物から発生した蛍光を受光光学系で受光し、

フィルタ54cにより所定の蛍光波長を選択して光検出器48cで蛍光を検出する。

００82 図 2の実施例における反応プレート2bは、分析部として チップ ０を備えて

いる。 チップ ０には、反応生成物に遺伝子が含まれている場合にその遺伝

子と反応するプローブが固定されている。 チップ ０は裏面側から蛍光検出す

るために、低 自蛍光性で光透過性の樹脂、例えばポリカーボネートなど、又はガラス

で形成されている。

００83 反応プレート2aは、その表面側に、 チップ ０においてプローブと結合した



反応生成物から結合しなかった反応生成物を分離して除去するための洗浄液を収

ている。

この実施例を遺伝子の分析に使用する場合の一例を示すと、試薬容器 2には C

反応試薬を収容しておく。反応部4はPC 反応部となる。

００84 この実施例の反応容器キットで遺伝子試料を測定する場合は、試料をサンプル容

器32から導入し、反応容器を処理装置に装着する。その処理装置内で、分注チップ

2０によってサンプル容器32から反応部4へ分注し、さらに分注チップ2０によって試

薬容器 2からPC 反応試薬を反応部4へ分注し、さらにその上に図示していないミ

ネラルオイルを重層した後、反応部4の反応液を所定の温度サイクルになるよぅに制

御してPC 反応を起こさせる。

００85 PC 反応終了後の反応液を試料として分注チップ2０によって反応部4から

チップ ０に注入する。インキュベーションの後、分注チップ2０によって洗浄液容器

7から洗浄液を チップ ０に注入し、プローブと結合しなかった反応生成物を

分注チップ2０によって洗浄液とともに吸入して除去する。

００86 反応生成物は蛍光物質によって標識しておくことにより、プローブと結合した反応

生成物を蛍光により検出することができる。それにより、蛍光が検出された位置のプロ

ーブに対応した遺伝子がその試料中に含まれていたことが検出される。

分注チップ2０でプローブと結合した反応生成物を検出するために、処理装置には

検出ユニット38e が設けられている。

００87 その検出ユニット38e を図 3に示す。この検出ユニット38e の光学系の構成は図

に示された検出ユニット38dと同じであるので、説明は省略する。この検出ユニット3

8eは、 チップ ０に配置されたプローブの位置にわたって移動しなければなら

ないので、移動可能に支持されている点で図皿に示された検出ユニット38dと異なる

。その移動は、後の図2０に示されるよぅに、テーブル82のX方向の移動と、この検出

ユニット38e の 方向の移動により実現することができる。

００88 図 4の実施例における反応プレート2cは、分析部として チ、ソプ 2０を備えて

いる。 チップ 2０は検出を蛍光検出ではなく、電気的に行なぅ点で図 2の実施



例の チップ ０と異なる。プローブへの試料遺伝子の結合の有無によりプロー

ブの電流値が変ィビする現象を利用する。 チップ 2０は光学的な検出を行なわ

ないので、光透過性の材質である必要はなく、絶縁性であればよい。

００89 チップ 2０には反応生成物に遺伝子が含まれている場合にその遺伝子と反

応するプローブが固定されている。それらの各プローブからは裏面側に電極が取り

出され、各フローブの電流値が測定されるよぅになっている。この実施例では、試料を

蛍光物質で標識しておく必要はない。

００9０ チップ 2０での測定を行なぅために、各プローブから裏面側に取り出された

電極は、処理装置に設けられた検出器 22に接続され、各プローブの電流値が測定

される。

反応プレート2cも、その表面側に、 チップ 2０においてプローブと結合した反

る。試薬容器 2にはPC 反応試薬を収容しておく。反応部4はPC 反応部となる。

００9 1 この実施例の反応容器キットで遺伝子試料を測定する場合は、試料をサンプル容

器32から導入し、反応容器を処理装置に装着する。その処理装置内で、分注チップ

2０によってサンプル容器32から反応部4へ分注し、さらに分注チップ2０によって試

薬容器 2からPC 反応試薬を反応部4へ分注し、さらにその上に図示していないミ

ネラルオイルを重層した後、反応部4の反応液を所定の温度サイクルになるよぅに制

御してPC 反応を起こさせる。

００92 PC 反応終了後の反応液を試料として分注チップ2０によって反応部4から

チップ 2０に注入する。その後、分注チップ2０によって洗浄液容器 7から洗浄液を

チップ 2０に注入し、プローブと結合しなかった反応生成物を分注チップ2０に

よって洗浄液とともに吸入して除去する。

００93 分注チップ2０でプローブと結合した反応生成物を検出するために、処理装置には

検出器 22が設けられており、プローブと結合しなかった反応生成物を除去し、検出

器 22により各プローブの電流値を測定する。

図 2又は図 4の実施例において、 チップ ０ 2０をハイブリダイズ用の領



域に替えても同様に遺伝子を測定することができる。

００94 図 5はカバーの構造が異なる他の実施例を表わしたものである。分注チップ2０を

移動可能に支持し、反応プレート2の上部を覆うためのカバーの一部が、図 の実施

例ではべローズフィルム28であったのに対し、図 5の実施例では柔軟に変形するフ

ィルム状の素材28a になっている点で異なる。フィルム状の素材28a としては、ベロー

ズフィルム28と同様に、ナイロン (登録商標 ) 、ポリ塩ィヒビニール、シリコーンゴムその

他のゴム素材などが好ましい。

００95 また、サンプル容器として図 の実施例ではその一辺がカバー本体26に回動可能

に支持されているのに対し、図 5の実施例におけるサンプル容器32a は、カバー本

体26に対しスライド可能に取りつけられている点で異なる。このようなサンプル容器3

2aにおいても、サンプル容器32a はカバー本体26から外部に引き出すことによりサ

ンプル容器32a に試料を分注することができる。また、サンプル容器32a がカバーで

被われた空間内にサンプルを注入した状態で開口3 を密閉するようにカバーに貼り

付けられるバーコードラベル 34 (図 参照。) が設けられている。バーコードラベル

34により開口3 の密閉方法は図 の実施例のものと同じである。

００96 これらの検出ユニット38a 38b 38c はこの反応容器の処理を行なう処理装置にお

いて、反応容器が処理装置に装着された状態で、反応プレート2の下側にくるように

配置されている。

００97 図 6は反応容器キットのさらに他の実施例を表わしたものである。( )は垂直断面

図、( ) は水平断面図、(C) は外観斜視図である。

この実施例では分注チップ2０を移動可能に支持するカバーが剛性をもった素材で

構成されている。カバー24a のカバー本体6０は反応プレート2の上方に開口62をも

ち、その開口62にはその開口62の範囲内で分注チップ2０を移動可能に支持する

ためのカバープレート64が設けられている。カバー本体6０は開口部62の周辺が隙

間をもつ二重構造になっており、カバープレート64はその周辺にシール材66を備え

、シール材66がカバー本体6０の開口部62の周辺の二重構造の際間に挟まれてX

方向に移動することにより、カバープレート64が水平面内でX方向に移動することが

できる。カバープレート64には分注チップ2０が他のシール材68を介して垂直方向 (



Z方向) に摺動可能に支持されている。

００98 この実施例では、カバープレート64がシール材66とカバー本体6０の上部の二重

構造の際間とのシール構造により気密を保たれながら水平面内で移動し、分注チッ
プ2０がシール材68で気密を保たれながら上下方向に移動することにより、分注チッ
プ2０が反応プレート2の上部空間を上下及び水平面内の両方向に自由に移動する

ことができる。

００99 図 7はさらに他の実施例を表わしたものである。図 6の実施例と比較すると、カバ

ープレート64がX， の両方向に移動できるよぅになっていて、反応プレート2におけ

る試薬容器 2の数が増えている点で異なり、他の構造は同じである。

０1００ 図 8はさらに他の実施例を表わす。この実施例では分注チップ2０を面内方向で

移動させるために、カバーの上部部材を構成するカバープレート64a が面内方向で

回転可能に支持されている点で図 6の実施例と異なる。カバープレート64a は円板

形であり、その周囲にシール材66が取りつけられている。シール材66はカバー本体

6０の上部に設けられた二重構造の際間に支持され、カバープレート64a を気密を保

って回転可能に支持している。分注チッ はカバープレート64a にシール材68に

より垂直方向に移動可能に支持され、その支持されている位置はカバープレート64a

の回転中心から外れた位置である。

０1０1 カバープレート64a が回転することにより分注チップ2０の位置はカバープレート64

aの回転中心を中心とする円周上を移動する。反応プレート2ではその分注チップ2０

の移動軌跡上に反応部4、試薬容器 2及びサンプル容器32が位置するよぅにそれ

ぞれの配置が定められている。

０1０2 図 9はさらに他の実施例を表わしたものである。図 8の実施例と比較すると、カバ

ープレート64aも開ロ7０をもち、その開ロ7０の周辺が二重構造となってその二重構

造の際間にシール材72を介して他のカバープレート7 が移動可能に支持されてい
る。分注チッ 2０は他のシール材68によりカバープレート7 に垂直方向に移動可

能に支持されている。

００3 分注チップ2０はシール材72により面内方向においても移動することができるよぅに

なっている。そのため分注チップ2０の移動範囲はカバープレート64a の回転による



円周と、 心いカバープレート7 がシール材72により移動できる水平面内の移動範

囲の両方により、カバープレート64a の回転中心を中心とするドーナツ状の範囲を移

動することができる。このよぅに分注チップ2０の移動範囲が広まることにより、その移

動範囲に配置される反応部4及び試薬容器 2の数を増やすことができ、サンプル容

器32も含めてそれらの容器の配置に対する自由良が高まる。

０1０4 図2０は本発明による反応容器キットを処理する処理装置の一例の内部を概略的に

示した斜視図である。

8０は上記の実施例に示される反応容器キットを表わしている。反応容器8０は反応

容器装着部であるテーブル82上に装着される。テーブル82は反応容器8０の下面

側に開口をもち、テーブル82の下部には反応容器82の反応部4の反応生成物を光

学的に検出する検出ユニット38が配置されている。テーブル82上には反応容器82

の温度制御を行なぅ温調 (温度調節)ユニット83も配置されている。反応容器の反応

部4又は別に設けた遺伝子増幅反応部により遺伝子増幅反応を行なぅものである場

合には、温調ユニット83はその遺伝子増幅反応のための温度制御を行なぅものとな

る。また、反応容器が温度制御を必要とする分析部を備えている場合には、温調ユ

ニット83はその分析部の温度制御を行なぅものとなる。温調ユニット83はそれらの両

方の機能を備えたものであるものも含む。検出ユニット38は図7～図9に示されたも

のなどである。テーブル82は前後方向 (X方向) に移動し、一方、検出ユニット38は

それに直交する横方向 ( 方向) に移動するよぅに支持されている。

０1０5 テーブル82の近くには分注チップ2０を駆動する駆動ユニット36が 方向と 方向

に移動可能に取りつけられている。駆動ユニット36は、図3に示されているよぅに、分

注チップ2０の基端部と係合して分注チップ2０を保持するチップ保持部36 と、分注

チップ2０に設けられたシリンジ22のプランジヤと係合してシリンジを駆動するシリンジ

駆動部36bを同軸上に備えており、分注チップ2０の移動とシリンジ22の駆動の両方

を行なぅことができるものである。

０1０6 図2 は反応容器処理装置の一例における制御系を示したブロック図である。テー

ブル82に装着された反応容器8０に対する処理動作を制御するために、専用のコン

ピュータ ( P )又は汎用のパーソナルコンピュータからなる制御部84が設けられて



いる。制御部84は分注チップ2０の基端部と係合した駆動ユニット36による分注チッ
プ2０の移動と分注動作、温調ユニット83による温度制御、及び反応容器8０の反応

部4に測定光又は励起光を照射して反応生成物を光学的に検出する検出ユニット3

8による検出動作を制御する。

０1０7 実施例によってはバーコードラベル 34の図示が省略されているものもあるが、い

ずれの実施例においてもカバー本体の外側にはサンプル容器がカバーで被われた

空間内にサンプルを注入した状態でサンプル容器を挿入する開口を密閉するため

に、サンプル容器の外側を被ってカバー本体に貼り付けられるシール部材が設けら

れている点では共通している。

０1０8 制御部84を外部から操作する入力部として使用したり、検査結果を表示するモニタ

ーとして使用したりするために、制御部84に外部コンピュータとして、例えばパーソナ

ルコンピュータ(PC) 86を接続してもよい。

産業上の利用可能，性

０1０9 本発明は種々のィロ学反応や生物ィロ学反応の測定に利用することができる。



請求の範囲

サンプルに反応を起こさせる反応部とサンプルの反応に使用される試薬を収容した

試薬容器を備えた反応容器と、

前記反応容器に固有の情報を示すデータを少なくとも含み、前記反応容器へのサ

ンプル分注前に読むためのデータが記録されており、前記反応容器に予め貼付され

ている第 のバーコードラベルと、

第 のバーコードラベルのデータとは異なるデータであって、前記反応容器へのサ

ンプル分注後に読むためのデータが記録されており、前記反応容器に貼付できるよ

ぅに配置されている第2のバーコードラベルと、

を備えた反応容器キット。

2 第 のバーコードラベルは読まれた後は少なくとも一部が剥がされるものである請求

項 に記載の反応容器キット。

3 前記反応容器はサンプル導入部となる開口部をもち、

第 のバーコードラベルの剥がされるべき部分を剥がさなければ前記開口部を開け

られないよぅに、第 のバーコードラベルがサンプル導入部に貼付されている請求項

2に記載の反応容器キット。

4 第2のバーコードラベルはサンプル注入後に前記開口部を密封するシール部材を

兼ねている請求項3に記載の反応容器キット。

5 前記反応容器は、

表面側に前記反応部と前記試薬容器を備えた反応プレートと、

前記反応プレートの表面側の上方に配置された分注チップと、

前記反応プレート上の表面側の上部空間を覆ぅとともに、前記分注チップをその先

端部が前記空間の内側、基端部が外側になるよぅにして移動可能に支持しているカ

バーと、を備え、

前記開口部は前記カバーの一部に設けられ、前記サンプル導入部は前記開口部

を介して外部から前記空間内にサンプルを注入するよぅになっている請求項3に記載

の反応容器キット。

6 前記反応プレートはその表面側に前記試薬容器を有し、前記試薬容器はフィルム



で封止されている請求項5に記載の反応容器キット。

7 前記分注チップは前記カバーの外側から操作するシリンジを備えており、そのシリ

ンジの操作により分注動作を行なぅものである請求項6に記載の反応容器キット。

8 前記分注チップは先端部の内部にフイルタを備えている請求項6に記載の反応容

器キット。

9 前記反応プレートはその表面側に遺伝子増幅反応を行なぅ遺伝子増幅部を備えて

いる請求項5に記載の反応容器キット。

０ 前記反応容器は底部から光学的に測定が可能なよぅに光透過性の材質にて構成

されている請求項5に記載の反応容器キット。

前記反応プレートはその表面側に前記反応容器での反応生成物の分析を行なぅ

分析部をさらに備えている請求項5に記載の反応容器キット。

2 前記分析部は反応生成物の電気泳動分離を行なぅ電気泳動部である請求項皿に

記載の反応容器キット。

3 前記分析部は反応生成物に遺伝子が含まれている場合にその遺伝子と反応する

プローブが配置されている領域である請求項皿に記載の反応容器キット。

4 前記カバーは前記反応プレートと一体ィビされた剛性をもつカバー本体と、前記カバ

ー本体に取りつけられて反応プレートの表面側の上部に配置され、気密性をもち柔

軟性のある素材によって前記分注チップを保持し移動可能に支持している上部カバ

ー体とからなり、

前記サンプル導入部が配置される開口は前記カバー本体に設けられ、前記シール

部材は前記カバー本体に貼り付けられるよぅになっている請求項5に記載の反応容

器キット。

5 前記カバーは前記反応プレートと一体ィビされたカバー本体と、前記反応プレートの

表面側の上部に配置され、前記カバー本体に対してシール材により気密を保って水

平面内で摺動可能に保持されたカバープレートとからなり、

前記分注チップが前記カバープレートに他のシール材により気密を保って垂直方

向に摺動可能に保持されており、

前記サンプル導入部が配置される開口は前記カバー本体に設けられ、前記開口を



密閉するシールき叫オは前記カバー本体に貼り付けられるようになつている請求項

記載の反応容器キット。
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